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No.1 ﾒﾝﾀﾙな問題の全体像  No.7 その他の問題 

No.2 ｽﾄﾚｽ   7-1 統合失調症 

No.3 うつ（気分障害）   7-2 摂食障害 

No.4 軽度発達障害   7-3 解離性障害 

No.5 不安障害   7-4 心身症など（身体に出る障害） 

No.6 ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題    

 

3.うつ（気分障害） 

 

うつ病は、正式には気分障害と言いますが、ここでは単に「うつ」と記述していきます。 

私たちは「うつ」と言うとｽﾄﾚｽが原因で発症するものを思い浮かべがちですが、そうした「う

つ」はｽﾄﾚｽに反応するという意味で反応性うつ病（通称）と言われます。この反応性うつ病は、

最も多い「うつ」ですが、実は「うつ」にはその他にも多様な病態が存在し、それらは反応性う

つ病とは原因が違うため、必然的に対処法も変わってくるので注意が必要です。 

そこで、先ず 3-1 に「うつ」のﾒｶﾆｽﾞﾑを説明します。ここでは、基本的に反応性うつ病をｲﾒｰｼﾞ

していますが、どの「うつ」でもこの範囲のﾒｶﾆｽﾞﾑはあまり変わりません。次に、3-2 で反応性

うつ病の典型的な症状をまとめ、3-3 で反応性うつ病の代表的な経過と対処の考え方をまとめま

す。そして、最後の 3-4 で反応性うつ病と対比をしながら、多様な夫々の「うつ」について詳し

く説明していきます。 

 

3-1.「うつ」のﾒｶﾆｽﾞﾑ 

 

ｽﾄﾚｽとその対処については No.2 で詳しく記述していますが、ここでは、それを少し違った角

度から要約するところから始めます。 

ｽﾄﾚｽが許容量（ｽﾄﾚｽ耐性）を越えてしまうとｽﾄﾚｽ反応が生じますが、私たちにｽﾄﾚｽが掛かった

としても、すぐにｽﾄﾚｽ反応として「うつ」になるわけではありません。私たちは、ｽﾄﾚｽが掛かれ

ば先ずそれを克服しようとして今まで以上の努力やﾁｬﾚﾝｼﾞをします。そして、その過程で意欲が

沸き、結果として成長できるものです。もし私たちが、あまりにもｽﾄﾚｽの無い状況に置かれ続け

ると、特に今まで以上に頑張る必要はありませんから、現状に甘んじてしまい、あまり努力をし

なくなるかもしれません。そういう

意味で、適度なｽﾄﾚｽは意欲や成長の

ための原動力と言えます。 

しかし、現状では、努力では何と

もしがたいｽﾄﾚｽがずっと居座り続け

ることが少なくありません。そうす

ると、人は気が滅入ってしまうのが

普通です。これが抑うつ状態です。

実は、これは人間特有のものではな

く、動物一般のｽﾄﾚｽへの対処行動で

す。例えば、正解すれば餌がもらえ
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るのに正解が判断できないような意地悪な問題を犬に与え続けると、犬は人の抑うつ状態と非常

によく似た無気力な状態になってしまうことが実験的に知られています。つまり、人を含む動物

は、どうにもならない時には抑うつ状態になって自らの行動を押さえ、気力や体力を温存し、回

復を待つものだといえます。そして、気力や体力が回復すれば、またｽﾄﾚｽに立ち向かう元気が湧

いてきます。 

ところが、もし、あまりにもｽﾄﾚｽが強すぎたり、あるいは対処できないまま長く続きすぎたり

すると、簡単には気力や体力の回復ができなくなってしまいます。これがうつ病（「うつ」）であ

り、この時、脳の中では明確な変化が起こっていることがほぼ明らかとなっています。人の脳に

は、極めて多様な機能の神経回路がありますが、その中に、気分を落ち着けたり元気を出すため

の神経回路もあると思われています。そして、過剰なｽﾄﾚｽがかかると、そうした神経回路の神経

細胞ｼﾅﾌﾟｽで神経伝達物質の受容体に変質が生じます。この変質の詳細は明らかになっていませ

んが、変質が起こってしまうと、その結果として容易に気分が戻らなくなってしまっています。

これが「うつ」という病気です。つまり、「うつ」は器質的な疾患＝病気です。 

ただし、幸いにも、この受容体の変質は回復できる可逆的なものと言われていて、「うつ」は治

癒する病気とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2.「うつ」の症状 

 

3-2-1.抑うつ感と身体症状 

うつ病は、その名前の通り抑うつ感が

特徴の病気です。しかも、その抑うつ感

にはいらいら感（焦燥感）を伴うのが特

徴で、一般的には朝方の気分が最も優れ

ず、一日中憂鬱な状態が 2 週間以上継続

することが、病気の目安となっています。 

周囲から見ると、そういった抑うつ感

は、能面のように無表情になったり、朝

夕朝夕の挨拶が返ってこなかったり、失

敗したりして明らかに謝罪が必要な場面

で謝罪の言葉が出なかったり、といった

形で出てきます。 

ノルアドレナリン 

 

うまく受け取れなくなる 
＊神経細胞の変質 
  ＝病気。 

・回復する。 
＝治る。 

 

気分を落ち着ける、 

元気が沸く、 

神経回路 

軸
策 
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ただし、うつ病と思われる方の中には、他の症状を訴え、うつ病が色濃く疑われるにも関わら

ず、気分をお聴きすると「いや、私は落ち込んだりしていません」と抑うつ感を否定される方が

結構おられます。中には、うっかりすると「まさかこの人がうつ？」と思ってしまう方も居られ

ます。こうした方を仮面うつ病（通称）と言い、他の症状として出てくるのは、ほとんど身体症

状です。具体的には、便秘、動悸、胃痛、肩こり、頭痛、めまいなどが主な症状ですが、その他

にも、ありとあらゆる症状が出ることが可能です。 

こうした症状は、多くの場合、仕事に出ようとする時に激しい症状として出ます。これは、子

供が学校に行こうとするとお腹が痛くなるのと同じですね。恐らく、ｽﾄﾚｽによる緊張そのものや、

緊張状態から自律神経系の乱れが原因と思われます。そのため、こうした症状を捉えて、軽症の

「うつ」の方に対して自律神経失調症（通称）という病名が付けられることがあります。 

こういう人の中には、自分がうつであることを知られたくないと思って必死で隠している方も

居られますが、抑うつ感そのものを抑圧してしまって、感じない方も居られます。意図的に隠し

ている方は、Co や友人などが少し親身になってお聴きすると、感情があふれて止まらなくなっ

たりしますが、抑うつ感そのものを抑圧している方は、自分が落ち込んでいることを自覚するこ

とが難しく、全く認めないまま援助を拒否することもあります。これは非常に危険なことだと私

は思っています。２項で記述したように、抑うつ感は極めて動物的な症状であり、ある意味、自

分を守るための非常に重要な手段と言えます。抑うつ感を感じるから、人は自らの行動にﾌﾞﾚｰｷ

を掛けることができ、抑うつ感が表情に現れるのを見取って、他者はその人を労い休養さえるこ

とができます。従って、抑うつ感を感じなかったり表せなかったりする人は、重い「うつ」に進

んでしまったり、原因不明の重篤な身体症状により社会生活ができなくなったり、場合によって

は、発作的な自殺を図ったり、心臓発作や脳梗塞などで突然死したりする懸念さえあります。

「うつ」に適切に対処する上で、抑うつ感をちゃんと感じることは、すべてに優先するほど大切

なことです。 

なお、蛇足ですが、ｽﾄﾚｽによる重度な身体症状として心身症（通称）とか身体表現性障害と呼

ばれるものがあります。心身症とは、ｽﾄﾚｽによりこういった症状が現実に生じる病気全般を示す

一般用語で、過敏性腸炎、胃潰瘍、偏頭痛、ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎、円形脱毛症などの病気の多くがそ

うだと言われています。身体表現性障害とは、目が見えなくなったり、足が動かなくなったりす

る転換性障害や、原因不明の激しい痛みが生じる疼痛性障害などという病気もあります。こうい

った重度の身体症状が出てしまうと、正常な社会生活ができなくなってしまうこともあります。 

 

3-2-2.具体的な症状 

「うつ」まで進んだ場合には、抑う

つ感以外にも、右図のような典型的な

症状がいくつか現れてきます。下記に、

その内容をもう少し詳しく記述します

が、こういった症状が複数出てくると、

多くの場合、病院で医師から休職を勧

められます。その時には、それに従う

のが無難です。間違っても「根性で治

す」とか、「今が一番苦しい時だから、

峠を越えれば楽になる」などと本人も

周囲も思わないでください。 

 

＜自覚症状＞ 

・不眠：ｽﾄﾚｯｻｰが気になって、寝つきが悪くなったり、早朝 4 時とか 5 時に目が覚めて眠れ

なくなったりします。早朝覚醒では、仕事などｽﾄﾚｯｻｰに関連する悪夢にうなされる

ことが少なくなく、こうなると地獄の日々が続くことになります。 
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・食欲不振：徐々に食欲が無くなり、気がつくと 5～10kg も痩せてしまっています。身体

的な問題が見つからない場合は、先ず「うつ」を疑います。 

・欲求の減退：気がつくと、色々な欲求が無くなっています。質問紙では、その典型として

性欲が質問に出てきますが、他にも、ｽﾎﾟｰﾂや歌手の熱心なﾌｧﾝだった人が興味を失

ってしまったり、一番好きだった食べ物や音楽などが気持ちを動かさなくなったり

します。 

＊この他に、「うつ」になると、何故か人と会うのが億劫になり、人を避けるようにな

ります。ひどくなれば、人ごみも耐えられないものとなってしまいます。 

 

＜周囲から見える症状＞ 

・異常な休み：月曜日の有休が目に見えて多くなります。誰でも月曜日は憂鬱な場合が多い

と思いますが、「うつ」になると、日曜日の午後ぐらいにはもう憂鬱感がひどくな

り始め、もっと重くなれば、多少気分が良いのは金曜日の退社後から土曜日の午前

中ぐらいまで、といった状態になります。いままでちゃんと有休の連絡をしていた

人が無断で欠勤した場合も、多くの場合は、「うつ」のｻｲﾝです。 

・奇異な行動：今までそこそこ服装に気を遣っていた人が、同じものをずっと着てきたり、

ちぐはぐな色遣いのものを着てきたりするといった服装の乱れや、急に長期の休暇

や退社を言い出したりといった突飛で奇異な決断をしたりといったことです。 

・感情の暴走：男性の場合は、会議などで急に怒り出したり、同じことを興奮してくどくど

と言い続けたり、女性の場合は、PC の前でぽろぽろと涙を流しながら仕事をして

いる場合が結構多く見受けられます。 

・失敗の多発：今までに比べて、急に判断ﾐｽや簡単なﾐｽを繰り返すようになりますが、これ

は、頭が回転しなくなっているためです。 

 

3-2-3.悲観的な考え 

今まで説明してきた抑うつ感と「うつ」の典型的症状が、一般的に認知されている「うつ」の

症状ですが、あまり知られていないもう一つの重要な症状が悲観的な考えです。 

人生で起こる出来事には、ほぼ必ずと言ってよいほど両面性があります。良い出来事があれば、

それには責任や義務などが伴いますし、一見救いようのないようなｽﾄﾚｽも、それに立ち向かうこ

とによって人を成長させてくれます。人が余裕をもって生きている時には、こうした出来事に遭

遇すると、その悲観的な面を感じつつも、その両面性をその人なりに前向きに捉えて立ち向かっ

ていきます。しかし、余裕がなくなると、だんだん悲観的な考えに支配されて、その出来事をﾎﾟ

ｼﾞﾃｨﾌﾞに捉えられなくなります。そして、「うつ」の場合は、ほとんど判で押したように、この

傾向がかなりひどくなってしまうのです。 

周囲から見ると考え過ぎとしか思えない悲観的な見方に固まってしまうと、ついには自殺の文

字がちらつくようになります。この時、「死にたい」と言う人もいますが、むしろ「自分が死ん

だ方が、他の人は幸せに暮らせる」とか、「消えたい」「居なくなりたい」といった言い方をされ

る場合の方が多い気がします。 

大切なことは、こうした傾向も「うつ」の症状

であると認識することです。「うつ」の人に、「そ

んな悲観的な考え方だから「うつ」になるのだ」

とか「そういう考え方だから、いつまでも治らな

いんだ」と言いがちですが、多くの場合、それは

風邪を引いた人に「熱を出しているから風邪にな

るんだ」と言っているようなものです。しかも、

この悲観的な考えが、一番最後まで残る「うつ」

の症状なので厄介です。 
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さて、ここで、もう少し自殺について触れておきます。「うつ」と自殺に関連があることは、上

記のような症状からも理解できると思いますが、周囲が一番困ってしまうのが、「うつ」の人が

自殺を口にした時の対応の仕方だと思います。もし、自分の部下や家族が「死にたい」と口にし

たら、あなたならどうしますか？そんな時は、勇気をもって「私はあなたに死んでほしくない」

といったﾒｯｾｰｼﾞを伝えてください。もっと短く「死ぬな」でも結構です。「うつ」の人が、こう

いった言葉を口にするとき、多くに場合、自覚の有無に関わらず、誰かに止めてほしいと思って

いるものです。誰か一人でも、自分に死んでほしくないと思っている人がいてくれるだけで、人

は自殺を思いとどまれる場合が少なくないようです。 

また、自殺は、どん底の時よりも、少し元気のある時期の方が決行しやすいと言われています。

どん底の時は、言わば自殺する元気もない状態と言えます。従って、抑うつ感を隠して平生を装

っている人や、「うつ」から復活し、周囲が少し安心し始めた時が最も危険ですので注意してく

ださい。 

 

3-2-4.異常な疲れ 

「うつ」が悪化すると、2 項に既述したように脳内の

神経系に変質が生じ、その影響により異常な疲れが出て

きます。どれだけ休んでも疲れが回復せず、ﾋﾟｰｸには寝

床から起き上がれなくなったり、24 時間以上寝続けたり

することも起こります。 

また、それに伴って、頭が働かないという現象も出て

きます。3-2-2 の具体的な症状に記述した失敗の多発も、

これが関わっていますが、その他にも、何かを考えよう

としても考えがまとまらなかったり、些細な決断さえも

できなくなったりします。ある方は「ｽｰﾊﾟｰに買い物に

行くと、どれを買って良いのか分からなくなり、立ち往

生してしまった」と話されて、その深刻さを語ってくれ

ました。 

 

3-3．「うつ」の経過と対応 

 

何度も繰り返しますが「うつ」には多様性があり、その経過は一人一人異なります。 

多様性については、3-4 に幾つかの分類に沿って事例を挙げながら説明していきますが、ここ

では、進行した反応性うつ病の事例である L さんの事例の経過を見ながら、基本的な対処の考え

方を幾つか説明していきます。 
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【事例 3-1：Lさん（54歳）】 

Lさんは、ある会社の営業部門に就職し順調に仕事をしていました。しかし、あるきっかけ

から Lさんにとって不可解な人事異動が続き、Lさんは次第に体調の異常を感じるようになり

ました。医療を受診しながら何とか 1年ほど我慢したのち、とうとう医者の薦めで休職をす

ることになりましたが、Lさんには焦りがあり 1.5か月で復帰しました。復帰後 3か月苦しい

時期が続いた後、人事から部署異動の打診があり、それを受けると、異動直後から坂を転げ

落ちるように以前にも増してひどい抑うつ状態になってしまい、今度は 4.5か月の休職とな

りました。何とか二度目の復職をしたものの、Lさんにとって地獄の日々が続きます。Lさん

は、たまりかねて人事に相談した所、降格と大幅な減給を提示され、Lさんはそれを受け入れ

ました。その後も苦しい時期が続きましたが、2年ほどしてやっと仕事以外の楽しみが見つか

り、徐々に元気を取り戻しました。 

 

3-3-1.早期対処 

「うつ」には、何にも増して早期対処が大切です。気がついたら、早めに医師やｶｳﾝｾﾗｰに相談

するということです。そうすれば、上図の緑のﾗｲﾝのように、深手を負わず早期に回復できる可

能性が非常に高くなります。3-4-1 に示す事例 3-2 の S 子さんはその好例です。「様子を見よう」

といった姿勢を続けすぎると L さんのように深手を負うことになります。 

早期対処のためには、先ず、3-1 で示したように「うつ」がある領域を過ぎれば病気であるこ

とをきちんと理解してください。そして、先に説明したような、病気としての「うつ」の症状を

感覚的に理解してください。ただ覚えた知識は実際の場面では役に立ちません。実際の経験が一

番ですが、見聞きした事例をｲﾒｰｼﾞしていただくことで疑似的な体験ができると思います。特に、

「うつ」の症状には先の説明のように身体症状や悲観的になることも含まれることを心に留めて

おいてください。 

 

3-3-2.こじらせた場合いは非常に長引く覚悟を！ 

L さんの事例のように、再発による休職を繰り返すたびに回復が遅れるのは、おそらくご理解

いただけることと思います。そうした場合、3-1 で既述したような脳内の変化はかなり固定化し

てしまっていて、容易には元に戻らないことが推測されます。また、「うつ」の厄介な症状であ

る悲観的なものの見方も、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨとしか思えないﾚﾍﾞﾙにまで固定化してしまっています。 

私は、年単位の経過で複数回の休職を繰り返した場合には、60％程度のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽで職場に適応

できるまでに少なくとも 2 年以上掛かると考えています。 

本人と周囲の双方がこのことを理解して、特に初回の休職後の復帰で、焦らずに、無理をせず、

しかし、一方では病気に依存しないような厳しさも持ちながら耐えていき、再発を回避して欲し

いと思います。 

 

3-3-3.復職時に職場で挨拶を！ 

休職された方は、復職が決まってその日が近づくにつれて緊張感が高まっていきます。復職直

前のｽﾄﾚｽは経験した人でないと判らないほどのもののようですが、実際に職場に行くと、思って

いたほどの事は無いと実感できて、緊張はその時をﾋﾟｰｸに徐々に和らいでいきます。 

しかし、大きな問題がここから生じていきます。それは、復職した方の周囲に真空地帯のよう

な空間ができてしまうことです。自分も周囲も息苦しさを感じ、そのために、徐々にｽﾄﾚｽが溜ま

っていってしまうことが少なくありません。本人は、「周囲は自分のことをどう思っているのだ

ろうか？」と気になり、周囲の人は「どこまで聴いたり話したりしていいのだろう？」と考える

と、話ができなくなってしまいます。 

もし、復職時に、ご自身と職場の上司が、少しの勇気を出して（もちろん無理強いはしてはい

けませんが）、朝礼などの場で、「精神的な不調で長く休ませていただき、ご迷惑をおかけしまし
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た」程度の挨拶ができるだけで、随分その真空地帯を防げると思います。 

 

3-3-4.復職後の異動は可能な限り慎重に！ 

復職先は、後述の事例 3-1 のように、発症の原因となるｽﾄﾚｽが原職場の人や仕事であることが

明確であり、原職場に戻ると再発のﾘｽｸが高いと主治医や産業医の判断が入った場合には、再発

を避けるための復職時の異動が選択されますが、そうでない場合は、原職場となるのが普通です。 

そうして原職場に復職した人の中に、L さんの事例のように、復職から 3～12 か月ぐらいの時

期の異動が行われるｹｰｽが結構あって、それによって再発してしまうことがよく見受けられます。 

この時期、周囲からは、復職者が随分回復してきたように見えますが、それにも拘わらず、も

うひとつ元気が戻らないように見えたり、悲観的で保守的な発言が気になったりする場合があり

ます。そして、こうした状況を打破するために「刺激を与えよう」とか「意欲を持たせよう」と

いう思いで、異動を考える場合が少なくないようです。ひょっとすると、本音を言えば、先に既

述したような真空地帯がその人の周りにできてしまい、職場の雰囲気がぎくしゃくしていること

を何とかしようという思いもあるかもしれません。 

しかし、この時期のご本人自体は、周囲が思うほどには回復したという感じが持てず、逃げ出

したい気分を抱えて出社しています。また、その一方では、休職で負ったﾊﾝﾃﾞｨを早く取り返し

たいと焦ってもいます。そのため、こうした打診があると飛びついてしまいがちです。 

結果として、L さんのように、異動後 1 か月もしないうちに、坂を転げ落ちるように再発へと

進んでしまいます。こうした異動に対しては、多くの主治医や産業医が難色を示しますが、本人

が希望している場合、医師はこれを止めることは困難です。現在の社会は、組織の流動化が進ん

でいるため、こうした思惑以外の理由でも、否応なしにこうしたことが起こってしまう場合があ

り、それは仕方のないことですが、可能な限り、少なくとも 1 年程度は異動を控え、異動の際に

は、主治医の意見をきちんと聞いてほしいと思います。 

なお、異動に関してもうひとつ付け加えておきます。 

最近は、組織の効率化が激しく求められる結果として、昔のように、ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの上がらない人

を職場で保持する余力が無くなってきています。その結果として、責任や期限の要求が比較的甘

いとの判断で、復職者の異動先が品質保証部門などのｽﾀｯﾌ部門に集中するｹｰｽが見受けられます。 

私は、ﾒﾝﾀﾙ不調者が集中する部門は極力作らないでほしいと思っています。ﾒﾝﾀﾙ不調者が、同

じ痛みがわかる人との交流で長い回復期を乗り切っていくという一面は否定しませんが、現実の

職場では、元気な人との交流の中で回復していく方が重要だと考えてください。 

 

3-3-5.降格は重要で効果のある手段！ 

最後に、「うつ」になった方には、かなり厳しい話をつけ加えます。 

よく「「うつ」の人を労われ」とか、「頑張れと言ってはいけない」という HowTo を耳にしま

す。確かに、「うつ」の発症から重い症状が和らいでいく急性期では正しい考え方ですし、思っ

ている以上にそうした期間が長いことは、いままでの説明でわかっていただけたと思います。 

しかし、ﾊﾗｽﾒﾝﾄとか過重労働といった、明らかに会社が過重な負担をかけたために発症した場

合を省き、「うつ」も他の病気と同じく自己責任の側面のある問題です。従って、「うつ」になっ

てしまった方は、そうした状況を受け入れることが重要な課題となります。特に、再発を繰り返

したりする重度の「うつ」の方は、自分がそうした重度の「うつ」を患ってしまったことを受け

入れる必要があります。 

そのためには、酷なようですが、「うつ」の予後でﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽが上らなければ、そのことは会社の

中では考課に反映されるべきだと私は考えます。重度の「うつ」になった方は、そういった事実

を受け止めることでしか、自分の置かれている現実と向き合っていくことはできないと思います。 

そして、その延長上に降格があります。事例の L さんは、降格を受け入れたところから真の意

味での回復が始まっています。障害を受け入れた「うつ」の方の中には降格を望まれる場合が決

して希ではありませんので、上司の方も、そういった思いを真摯に受け止めるべきだと思います。 
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ただし、そうはいっても降格は一歩間違えれば「うつ」の方を激しく追い込むﾘｽｸも持っていま

すので、十分な対話と合意が必要です。 

重度の「うつ」の方が障害を受け入れていく過程には、こうした降格を受け入れるといった出

来事以外にも、本当に信頼できる方から「いい加減観念したら」といったようにｷﾁﾝと叱られる

場合があったりします。また、その感覚について、ある方は「ﾌﾟｰﾙの底の方でもがいていた自分

が、ﾌﾟｰﾙの本当の底にｺﾂﾝと当たる感じがして、もうこれ以上の底は無いという実感を得た」と

話されたのが印象的でした。 

 

3-4.多様な「うつ」について 

 

ここでは多様な「うつ」について、

詳しくその説明をしていきます。 

先ず、3-4-1 で反応性うつ病と内

因性うつ病について説明していき

ます。次に、単純なうつ病とは異

なる症状を示す 3-4-2.躁うつ病と

3-4-3.非定型うつ病について事例を

示しながら説明します。最後に、3-

4-5.で発達障害が背景にある「うつ」

の事例を示して、他のﾒﾝﾀﾙ疾患の

症状としての「うつ」について説

明します。 

 

3-4-1.反応性うつ病と内因性うつ病 

人がｽﾄﾚｽ耐性以上のｽﾄﾚｽを受けて「うつ」を発症するﾒｶﾆｽﾞﾑは、どの「うつ」の場合でも大き

く変わることはありませんが、過度のｽﾄﾚｽが原因と考えるのが妥当な場合を反応性うつ病（通称）

と呼びます。 下記の S 子さんの事例はその典型です。逆に、ｽﾄﾚｽ耐性の弱さのために「うつ」

になったと考えるのが妥当な場合を内因性うつ病（通称）と呼びます。ただ、この違いは曖昧で

連続的だと考えてよく、どちらとも判別のつかない方もおられます。内因性うつ病の場合、一般

的には重症なｹｰｽが多く、家系に他の重症な「うつ」の方がおられる場合はこの病因が疑われま

す。ただし、たとえ遺伝的にこの傾向があっても、発症しない人の方が圧倒的に多いので、親類

に「うつ」の方が居るからといっていたずらに恐れる必要はありません。 

 

【事例 3-2：S子さん（29 歳）】 

S子さんは製造業の L 社に入社して 4年目の女性技術者です。8月に初めての異動があり、

異動直後から直属上司の激しい叱責を受け続ける事となり、次第に元気がなくなっていきま

した。一度は部長の指導で上司の叱責が和らいだのですが、やがて再び叱責が激しくなると、

泣きながら仕事をしている S子さんの姿が目に付くようになりました。結局 S子さんは、病

院を受診して医師の指導で一か月の休暇を取り、その上司から離して別の部署に復帰すると、

嘘のように症状は消失し元気に仕事をするようになりました。 

 

反応性うつ病の場合は、S 子さんのように比較的軽度の場合が多いと思います。S 子さんの場

合、軽症の「うつ」に入り込んでいたため、医師の診断書は気分障害となっていましたが、この

程度の「うつ」の場合には適応障害の名称が使われる場合が多々あります。適応障害とは、対人

関係などの状況への不適応が原因で抑うつ状態やその他の症状を示す正式な障害の名称ですが、

実質的には軽度の「うつ」との区別が曖昧だと思います。 

なお、3-2-1 で示したように、仮面うつ病の様な抑うつ感の代わりに身体症状を訴えられる方
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には自律神経失調症（通称）の病名が用いられることがよくあります。 

こうした本来は軽症である反応性うつ病の方でも、発症後に我慢をし過ぎたり、無理をし過ぎ

て再発を繰り返すと、3-3 で示した事例 3-1 の L さんのように著しく重症化します。 

 

3-4-2.躁うつ病 

一般的な「うつ」と異なる症状で、比較的遺伝的な要素が大きいと言われる障害に躁うつ病

（通称：DSMでは双極性障害）があります。下記の K さんの事例は、その中でも双極Ⅱ型障害と

呼ばれるｹｰｽの一例です。 

 

【事例 3-3：Kさん（51歳）】 

筋肉質でがっしりした体格の K さんは、大手製造業のﾊﾞﾘﾊﾞﾘの営業ﾏﾝで、30 歳の時「うつ」

が出始めて休職しました。休職してしばらくすると急速に「うつ」が消えたため復職し、人

事から見ると「治った」と思えたため異動の話が出ましたが、異動するとまた「うつ」を発

症し、以後、発症と一見治癒する状態を繰り返します。この間、「治った」ように思える時期

にも、実は、家族との深刻な軋轢が生じていて、奥さんは離婚を思いつめていたと言います。

Kさんは、今はﾗｲﾝから外れて、躁うつとつき合っていく覚悟を決めていますが、周囲から見

ると、やはり元気な時には本人が自覚していない軽躁が出ていることがわかります。 

 

一般的な「うつ」では、右図の青の破線のように「うつ」の症状を示す時期とそれが和らぐ時

期を繰り返しますが、躁うつ病の場合は、和らぐだけでなく「躁」になります。「躁」とは、気

分が高揚した状態をいい、自尊心が肥大、つまり傲慢な感じになり、次々と考えやｱｲﾃﾞｱが溢れ

出し、多弁で睡眠を摂らず過活動状態に

なり、その分注意力が散漫になったりす

るような状態を言います。 

右図の赤の破線のような本格的な「躁」

の場合は錯乱状態になったりその期間の

記憶が跳んだりして病的なのがすぐわか

ります。しかし、K さんの事例のような

軽躁（図の赤線）という比較的程度が軽

い場合は、自分自身や少しい遠い人から

見ると一見治って元気になったように見

えるのですが、実は家族や職場の同僚に

とっては、他者の言うことを聴かない非

常に困った状態であり厄介です。この軽

躁と「うつ」を繰り返す障害が双極性Ⅱ

型障害です。 

最近、この双極性Ⅱ型障害が急増し

ているようですが、その背景には、不

適切な抗うつ剤使用の副作用が疑われ

ています。これは、医療で抗うつ剤の

投薬を否定するのではなく、投薬を受

ける場合、治療の初期に軽躁が生じな

いことを注意深く見守る必要があると

いうことです。これは、本人には自覚

できないので、家族や職場などの周辺

の方の注意が重要です。うつ治療で早

すぎる治癒は要注意です。 

K さ

ん  
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躁うつ病は、K さんの事例のように本人

が躁を自覚しにくいため、単純な「うつ」

よりも遥かに治りにくい病気です。 

言ってみればﾌﾞﾚｰｷの壊れた車のような

もので、軽躁時に治療をやめて過活動にな

って暴走し、反動で激しい「うつ」に戻る

ことを繰り返しがちです。従って、先ずは、

自分が軽躁であることを自覚することが先

決です。自覚できれば、軽躁時の過活動を

ｾｰﾌﾞでき、気分の激しい波を小さくして行

ける可能性があります。 

 

3-4-3.非定型うつ病 

一般的な「うつ」は、3-2 で記述したように、不眠、食欲不振などがあり、継続的にずっと一

日中気分が塞ぐのが典型的な症状ですが、逆に過眠、過食傾向で、仕事中だけ気分が塞ぐと言う、

一見怠けているとしか思えない「うつ」があり、これが非定型うつ病です。 

注意すべきは、こういう人の全てが非定

型うつ病ではなく、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題などか

らこういった感じになってしまう人も多く、

そうした人との判別が難しいということで

す。下記の R さんの事例は、どちらとも

判別のつかなかった事例です。因みに、新

型うつという言葉が一時期流行りましたが、

この言葉は、この区別をせずひっくるめた

ﾏｽｺﾐの造語です。こうした言葉で括ってし

まうと、対処が困難になりますので、使わ

ないようにした方が賢明だと私は考えます。 

 

【事例 3-4：Rさん（25歳）】 

Rさんはある Drの紹介で相談に来られた方です。公認会計士試験に合格し実務経験のため

に就職したものの、しばらくして精神的に不安定になったと言います。やや過食気味でいつ

も眠たかったのですが、休職している今の様子は明るい感じで深刻そうには見えず、「意欲が

湧かない」「仕事を辞めて、見合いで結婚でもしようかな・・」などと言ったりします。そん

な面談が数回続いた後、急に「やっぱり事務所に戻ります」とｻﾊﾞｻﾊﾞした感じで言い面談を

終了されました。しかし、半年後に再来談し、「社長が冷たい・・」「でも職場のみんなは大

切にしてくれる」などと一頻り話し、またｻﾊﾞｻﾊﾞした感じで帰っていかれました。 

 

正直に言えば、このﾀｲﾌﾟは対処が難しいです。 

医療で非定型うつ病と診断されれば、その治療を受ければ良いと思いますが、そうでなければ

（ほとんどが非定型うつ病とは診断されないと思いますが・・・）、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨが未熟な方として

対処するのがﾍﾞﾀｰな選択だと思います。この対処は、No.6 のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題で詳しく述べます

が、ご自身としては、ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨの問題であることを受け入れるしかありません。その上で、自分

のﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨを変えたければ、ｶｳﾝｾﾗｰと一緒に治療することになります。周囲の方は、あまり親身

になり過ぎないことです。誰かが親身になり過ぎると、その方は自分の問題に直面することがで

きません。誰かが、その方と自分の間にしっかりと境界線を引くことで、初めてその方自身が自

分の問題と向き合うことができます。 
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3-4-4.症状としての「うつ」 

想像してみてください。 

もしあなたの目が見えなくなったり、末期癌だと医師に通告されたら、気分が激しく落ち込む

でしょう。あるいは、自分の最も大切な人を失った時にも、やっぱり気分が激しく落ち込むのが

普通な反応です。 

こうした症状も「うつ」ですが、原因となるｽﾄﾚｽが確定していて、それを受け入れることでし

か「うつ」から回復しませんので、ふつうは病気としての「うつ」とは区別して扱います。 

もう一つの症状としての「うつ」で厄介なのが、統合失調症やﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害、発達障害などと

いった精神疾患に伴って生じる「うつ」です。下記の事例は、No.4 の発達障害の項目でｱｽﾍﾟﾙｶﾞ

ｰ障害の事例 4-2 として紹介している事例です。 

 

【事例 3-5：Fさん（38歳）】 

F さんは「うつ」を治したいと言って相談に来られました。長年医療機関で「うつ」の治療

を受けていて治らず、Dr に投薬治療以外の方法を相談してｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを薦められたといいます。 

詳しくお聞きすると、大学卒業後に「作家になる」

と言って就職活動をせず、20 年近くずっと実家住ま

いでｱﾙﾊﾞｲﾄをしてこられたようです。ご両親の話で

は、小学生のころからずっといじめを受けていて、

ご両親はｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害であることに気づいていたよ

うです。 

F さんは、結果的に「作家になる」夢は非現実的

だと自覚し諦めましたが、就職はしたくないと言っ

て今の生活を続けることを選択し、それとともに

「うつ」の症状は消えました。 

 

これらの方は、そうした精神疾患ゆえに、周囲に対して不適応を生じます。そして、そのｽﾄﾚｽ

から生じやすい典型的な症状が「うつ」です。いわば、こうした精神疾患の二次的障害としての

「うつ」です。しかし、これらの方の多くは、本質的な病気の自覚はありませんので、「うつ」

を前面に出して病院やｶｳﾝｾﾗｰの所に来られます。そして、医師やｶｳﾝｾﾗｰは「うつ」と見誤ってし

まう場合があります。もし、こうした可能性を感じたら、本人でも周囲の方でも結構ですので、

感じた方が病院やｶｳﾝｾﾗｰを訪ねて相談すると良いと思います。 

 


